提案 基準 ８「 収用 対象 事業等 の施 行に よる 代替 建築 物等 」

◎

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

法 ３４ 条１ ４号
令 ３６ 条１ 項３ 号ホ

２］ 提案 基準 ８（ P68）

１

要件 １(２ )の 「代 替建 築物等 の位 置に つい ては 、そ の用 途及 び地 域の 土地 利用 に照 ら
し て適 切な もの 」と は、 原則と して 次に 該当 する もの をい う。
(１ ) 住宅 （併 用住 宅を 含む。 以下 同様 ）の 場合
代替 建築 物等 の建 築等の 予定 地（ 以下 「代 替地 」と いう 。） は、 原則 とし て買 収
さ れる 住宅 が存 する 市町村 内で あり 、都 市的 土地 利用 のな じま ない 位置 でな いこ と。
ただ し、 特段 の事 情（例 えば 、こ の際 親の 近く へＵ ター ンす る場 合等 ）が ある と
認 めら れ、 代替 地が 、都市 計画 法及 び建 築基 準法 の一 部を 改正 する 法律 （平 成１ ２
年 法律 第７ ３号 ）に よる改 正前 の都 市計 画法 （以 下、 本取 扱い にお いて 「旧 法」 と
い う。 ）第 ４３ 条第 １項第 ６号 イに 適合 する 場合 、又 は、 代替 地に 住宅 を建 築す る
こ とに より 旧法 第４ ３条第 １項 第６ 号イ に適 合す るよ うに なる 場合 は、 他の 市町 村
へ の移 転も 本要 件に 該当す るこ とと する 。
なお 、本 取扱 いに おいて 旧法 第４ ３条 第１ 項第 ６号 イに 適合 する か否 かに つい て
は 、立 地基 準編 第７ 章「〔 参考 〕既 存宅 地の 確認 」の ［審 査基 準２ ］（ P138～P14
9） 及び 本編 P128・P129「 既存 宅地 の確 認」 によ り判 断す るこ と。
(２ ) 店舗 、事 業所 等住 宅以外 の建 築物 等（ 以下 「店 舗等 」と いう 。） の場 合
代替 地は 、原 則と して買 収さ れる 店舗 等が 存す る市 町村 内で あり 、都 市的 土地 利
用 のな じま ない 位置 でない こと 。
また 、地 元市 町村 の土地 利用 計画 に照 らし 支障 がな い旨 の当 該市 町村 長の 意見 書
が ある こと 。

２

要件 ２(２ )の 「代 替建 築物等 の位 置に つい ては 、市 街化 区域 に隣 接し てい る土 地又 は
既 存集 落内 若し くは その 周辺の 土地 で、 周辺 の状 況か らみ て特 にや むを 得な いと 認め ら
れ 、か つ、 その 用途 及び 地域の 土地 利用 に照 らし て適 切な もの 」と は、 次に 該当 する も
の をい う。
(１ ) 住宅 の場 合
代替 地は 、原 則と して買 収さ れる 住宅 が存 する 市町 村内 で都 市的 土地 利用 のな じ
ま ない 位置 でな く、 かつ、 次に 掲げ る内 容の いず れか に該 当す るこ と（ 別紙 図１ 参
照 ）。
ア 代替 地は 買収 される 住宅 が存 する 小学 校区 内に ある こと 。
イ 代替 地は 買収 される 住宅 と同 一の 生活 圏（ 同一 の自 治会 等） を構 成し てい る
と みな され る市 街化区 域に 連た んし てい るこ と。
なお 、「 連た ん」に つい ては 本編 P128・P129「 既存 宅地 の確 認」 の取 扱い に
準 じて 判断 する が、「 おお むね ５０ 以上 」に つい ては 適用 しな い。 （本 取扱 い
に おい て以 下同 じ。）
ウ 代替 地は 旧法 第４３ 条第 １項 第６ 号イ に適 合す る土 地で ある か、 又は 、代 替
地 に住 宅を 建築 するこ とに より 旧法 第４ ３条 第１ 項第 ６号 イに 適合 する よう に
な るこ と。
ただ し、 特段 の事 情（例 えば 、こ の際 親の 近く へＵ ター ンす る場 合等 ）が ある と
認 めら れ、 代替 地が 上記ウ に該 当す る場 合に は、 他の 市町 村へ の移 転も 本要 件に 該
当 する こと とす る。
(２ ) 店舗 等の 場合
代替 地は 、原 則と して買 収さ れる 店舗 等が 存す る市 町村 内で 都市 的土 地利 用の な
じ まな い位 置で なく 、地元 市町 村の 土地 利用 計画 に照 らし 支障 がな い旨 の当 該市 町
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村 長の 意見 書が あり 、かつ 次に 掲げ る内 容の いず れか に該 当す るこ と。 （別 紙 図
２ 、３ 参照 ）
ア 代 替地 は、 当該 店舗等 の建 築が 可能 な市 街化 区域 の用 途地 域か ら５ ００ メー ト
ル以 内に 存し 、当 該市街 化区 域に 連た んし てい るこ と。
イ 代 替地 は、 当該 店舗等 の存 在目 的に おけ る立 地条 件か ら合 理的 理由 が存 する 地
域（ ※１ ）内 にあ ること 。
３

要件 ２(５ )に いう 「市 街化区 域内 に代 替地 を求 める こと が極 めて 困難 であ るこ と。 」
と は、 次の いず れか に該 当する もの をい う。
(１ ) 住宅 の場 合
買収 され る住 宅と 同一の 生活 圏（ 同一 の自 治会 等） を構 成し てい ると みな され る
市 街化 区域 内に 代替 地を求 める こと が極 めて 困難 （※ ２） であ るこ と。
(２ ) 店舗 等の 場合
当該 店舗 等の 存在 目的に 適合 する 立地 条件 （※ １） の代 替地 を、 買収 され る店 舗
等 の存 する 市街 化区 域内に おい て求 める こと が極 めて 困難 （※ ３） であ るこ と。
また 、代 替地 が隣 接する 市街 化区 域内 、及 び、 従前 地と 代替 地と の間 に市 街化 区
域 が存 する 場合 はそ の市街 化区 域内 にお いて も、 当該 店舗 等の 存在 目的 に適 合す る
立 地条 件（ ※１ ）の 代替地 を求 める こと が極 めて 困難 （※ ３） であ るこ と。

４

申請 者が 従前 から 代替 地の予 定と して では なく 市街 化調 整区 域内 に土 地を 保有 して お
り 、か つ、 当該 地が 都市 的土地 利用 のな じま ない 位置 でな い場 合は 、当 該地 を代 替地 と
す るこ とは 要件 １(２ )又 は要件 ２(２)に 該当 する もの とす る。
なお 、店 舗等 の場 合に あって は、 地元 市町 村の 土地 利用 計画 に照 らし 支障 がな い旨 の
当 該市 町村 長の 意見 書が あるこ と。
また 、「 従前 から 代替 地の予 定と して では なく 市街 化調 整区 域内 に土 地を 保有 し」 と
は 、当 該土 地の 所有 等 の取得 から 当 間 （原 則と して ５年 以上 ）
し てい るこ と、
又 は、 当該 収用 対象 事業 等に る都 市計 画事 業の 認可 等事 業計 画が 定 され る以 前か ら
土 地を 保有 して いる こと をいう 。

権

５

相 期

係

決

経過

起

許

市街 化区 域内 にお いて 代替地 の取 得が 困難 であ り、 当該 収用 対象 事業 等の 業 者が
可 者 との
（※ ４） を て 、原 則と して 買収 され る建 築物 等が 存す る市 町村 内で 都
市 的土 地利 用の なじ まな い位置 でな い土 地を あっ ん する 場合 につ いて は、 要件 １(２ )
又 は要 件２ (２)に該 当す るもの とす る。
なお 、店 舗等 の場 合に あって は、 地元 市町 村の 土地 利用 計画 に照 らし 支障 がな い旨 の
当 該市 町村 長の 意見 書が あるこ と。

権

協議

経

せ

６

都市 計画 区域 外に 存す る建築 物等 が収 用対 象事 業等 によ り、 市街 化調 整区 域内 に代 替
地 を求 める 場合 は、 要件 ２の市 街化 区域 から の移 転に 準じ るこ と。

７

収用 対象 事業 等の 施行 により 移転 が 要と なる 建築 物等 の立 地に る 事項 が、 都市 計
画 法の 定 に適 合し ない ことが ら かで ある 場合 は、 本提 案基 準の 対象 とし ない 。
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併 用住 宅と は、
の ２ の１ 以上 を 住の 用に す るも のを いう 。
代 替地 は「 原則 とし て買収 され る住 宅（ 店舗 等） が存 する 市町 村内 」と ある が、 買
収さ れる 建築 物等 が行
の 近隣 にあ る場 合、 又は 買収 され る建 築物 等が 存す る市 町
村の 区域 が い場 合に は、代 替地 が隣 接す る市 町村 であ って もよ いも のと する 。
ウ 上 記１ (２)、２ (２)、４又 は５ にお いて 、 場等 周辺 の
に
な
を及 す
こと が予 さ れる もの につい ては 、
の 保 上支 障な い旨 の地 元市 町村 長の 意見 書
があ るこ と。
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工
全

環境 大き 影響

ぼ

(

注 )※ １

① ～ ③ の 条件が 整っ た地 域で ある こと 。
①経済 的 条件 （従前 の取 引先 との 関係 等（ 商売 が成 り立 つ等 )）
② 業 務 的 条件 （事業 者及 び従 業 員 の 居 住地 等(日常 業 務 等に 影響 がない 等)）
③社 会的 条件 （ 道路交通 等（ 交通 に支 障が ない 、 通 学 路 に 影響 が ない 等)）
※ ２ 次の ① ～ ③ の いずれ かに 該当 する こと をい う。
① 物 理的 にな い（従 前の 敷 地 との 規模 の 比較 も 含む 。） 。
② 物 理的 に存 在して も他 法令 （建 築基 準法 等） に適 合し ない 。
③社 会的 （ 売 ってく れな い等 ）、 経済 的（ 売 買 金額 等） に困 難で ある 。
※ ３ 次の ① ～ ④ の いずれ かに 該当 する こと をい う。
① 適 合す る用 途地域 がな い。
② 物 理的 にな い（従 前の 敷 地 との 規模 の 比較 も 含む 。） 。
③ 物 理的 に存 在して も他 法令 （建 築基 準法 等） に適 合し ない 。
④社 会的 （ 売 ってく れな い等 ）、 経済 的（ 売 買 金額 等） に困 難で ある 。
※ ４ 当該 収用 対象 事業等 の 起 業者 が、 当該 代替 建築 物等 の 開発許 可等 の 許 可 権 者
と 協議 する 。
ただ し、 買収 される こと にな る建 築物 等が 複数 で 許 可 権 者が 複数 とな る場 合
に あっ ては 、 県 建築 課 と 協議 す るこ と。
※２ 及び ※３ につ いては 、申 請者 が 経過説明 書 等に より 明 ら かに する こと 。
なお 、 知 事が 必 要 と認め る場 合は 、当 該収 用対 象事 業等 の 起 業者 に対 して 、買 収
に 係 る 交渉経過 や代 替地の あっ せ ん 経過 等に つい ての 説明 書を 求め るこ とと する 。
次の
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（別 紙）

図１（住宅）

Ａ学校区

Ｂ学校区

旧法第43条第1項第6
号ｲに適合する区域

OK

OK
市街化区域
現住居

●
OK

Ｘ市

市街化調整区域

OK

同一の生活圏＝同一自治会
（※２に該当）

連たん区域

Ｙ市

Ｘ市
Ｙ市

OK(注) 旧法第43条第1項第6
号ｲに適合する区域
(注)この際親の家の近くへ帰る等特段の事情がある場合
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図２（店舗等）
市街化区域
※３に該当

市街化調整区域

現店舗等
（例えば工場）
●

市街化区域
準工業地域
※３に該当

※１の①～③の条件
が整った地域

市街化区域
※３に該当
現店舗等
（例えば工場）
●
OK

OK
500m以内(注)
連たん区域
（注）500mは敷地までの距離とする。

図３（店舗等）
立地条件内

用途のみの判断では当該店
舗等が建築可能な用途地域
市街化区域
準工業地域等
※３に該当

市街化区域
※３
に該当

準工業地域

市街化調整区域
OK

第１種低層住居専用地域
当該店舗等が建築
※３に該当 不可能な用途地域
市街化区域
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